デリリュウム トレメンス瓶
Delirium Tremens

1

ベルギー

デリリュウム ノクトルム瓶

3

Delirium Nocturnum

13

グリーンキラーI PA瓶
Green Killer IPA

Brasserie De Silly S.A.

14

シリィ サワー瓶
Silly Sour

Brasserie De Silly S.A.

Brasserie De Silly S.A.

世界中で愛されるピンクの象のビール

デリリュウム25周年記念IPA

かわいいピンクのビール

大人気ベルジャンIPA

セゾンの新しい息吹

世界中で愛されるピンクの象で有名なス
トロングゴールデンエールです。ちなみ
にビール名は、ラテン語で「アルコール中
毒による幻覚」を意味する言葉で、欧州
ではお酒で酔っぱらうと、ピンクの象が
幻覚として見えると言われている事から、
このビールのアイコンとして使用されて
います。力強い喉越しとホップの苦味、そ
して瓶内醗酵で醸されるアロマが特徴的
で、コクとキレのバランスが秀逸な非常
に完成度の高いビールと言えます。

デリリュウムトレメンスの醸造25周年を
記念して醸造された人気ビールが、定番
商品になりました。「Argentum」とはラ
テン語で銀を意味します。３種類のアメ
リカンホップを含む６種類ものホップを
贅沢に使用し、ドライホッピング(発酵
後にホップをビールに加える事)されて
いる為、IPAらしい複雑な苦味が特徴で
す。また、瓶内発酵が醸し出すシトラス
のアロマやローストモルトから来るほの
かなカラメルの風味を持っています。

インパクトのあるラベルとは裏腹に、
やさしいピンク色をしたさわやかな
味わいのビールです。口に入れた瞬間、
甘さが広がり、後味にピンクグレー
プフルーツのほんのりとした苦味が
残ります。薄く色づいた泡が見た目
にもさわやかで、ビールが苦手な方
にもお薦めのビールです。

大人気商品ピンクキラーの番犬マーキ
ー君が、ピンク色から緑色になって新
登場です。綺麗なブロンドのビールに
真っ白な泡。そして、微かに感じるシ
トラスとスパイシーな香り。口に含む
と IPA の特有のホップによる力強い苦
みとモルトによる甘さが絶妙な後味を
演出します。
スパイシーな料理や魚介類との完璧な
マリアージュを是非ご堪能下さい。

ベルギーのワロン地域はセゾンビール発
祥の地であり、その中でもシリィ醸造所
はダークセゾン（セゾンデシリィ）の造
り手として非常に有名です。シリィサワ
ーはサワーエールを 87 ％と若いセゾン
を 13 ％混ぜるユニークな造り方をして
います。繊細なモルト感を通り抜ける
と、青リンゴの様な爽やかな酸味にたど
り着き、最後に乳酸醗酵による力強い酸
味へと導いてくれます。

ストロングゴールデンエール 24本入
オープン価格
330ml 8.5%

ベルジャンIPA
330ml 7.0%

デリリュウム レッド瓶

4

ギロチン瓶
La Guillotine

24本入
オープン価格
5

フルーツエール
250ml 5.0%

ブランシェ デ シリィ瓶

24本入
オープン価格
15

Blanche de Silly

Brouwerij L Huyghe N.V.

Brouwerij L Huyghe N.V.

ベルジャンIPA
330ml 6.5%

セゾン デ シリィ瓶

24本入
オープン価格
16

スコッチ シリィ瓶

24本入
オープン価格
17

Scotch Silly

Saison de Silly

Brasserie De Silly S.A.

セゾン
330ml 5.5％

Brasserie De Silly S.A.

Brasserie De Silly S.A.

ベルジャンゴールデンエールの大定番

オレンジ香るホワイトビール

赤褐色をした赤ワインの様なセゾンビール

スコッチエールを代表するビール

デリリュウムトレメンス醸造10周年を記
念して造られたダークエールです。ノク
トルムとはラテン語で｢夜｣を意味し、そ
の名の通り夜の様な深く濃い色をしてい
ます。３種類の酵母と５種類のモルトが
織りなす贅沢で芳醇なコクが素晴らしく、
ホップと焙煎モルトによる苦味が追いか
けて来て、最後にはデリリュウムらしい
キレのあるフィニッシュに導いてくれま
す。肉料理はもちろん、ベリー系のスイ
ーツ等とのペアリングもおすすめです。

濃い深紅と極め細かい薄ピンク色の
泡が美しいデリリュウムのフルーツ
ビールです。ワールドビアアワーズ
2019において世界No.1のフルーツ
ビールとフレーバービールに輝きま
した。材料にサワーチェリーを使っ
ており、甘みと酸味のバランスが絶
妙と評される一杯で、デザートビー
ルとしてその持ち味を存分に発揮し
てくれます。女性だけではなく男性
にもおすすめです。

発売以来、ワールドビアアワーズやワ
ールドビアチャレンジ等の有名コンテ
ストで数々の金賞を獲得しているベル
ジャンゴールデンエールの代表格で
す。このギロチンという物騒な名前
は、フランス革命200周年を祝して付
けられました。物騒な名前とは裏腹
に、アマリロホップ由来のシトラスの
風味とスムースな飲み口が特徴的で、
力強さの裏にアルコール度数を感じさ
せない飲みやすさを与えてくれます。

「ティチェ」の名で長年親しまれて
きたシリィ醸造所のホワイトビール
です。ヨーグルトなどを連想させる
乳酸菌醗酵の様な風味が特徴的で、
数多くある他のベルジャンホワイト
と比べると濃厚な味わいが特徴で
す。また、コリアンダーやオレンジ
ピールが入っており、爽やかな味わ
いを演出してくれるので、ビールが
苦手という人にもオススメです。

現在、黄金色のセゾンが主流の中、セゾンデ
シリィは赤褐色をしています。これは、金属
タンクで１年間長期熟成させるベルギー・エ
ノー州の伝統的の製法によるもので、現在で
も変わらずこの製法で造っている事から、ビ
ールの歴史上においても非常に価値のあるビ
ールです。フルーティーな香りと酸味を伴っ
た赤ワインの様な味わいの後に、程良い苦味
が品良く広がっていきます。どんなセゾン(季
節)でもお楽しみ頂ける１本です。

1918年から醸造を開始し、現在に至るまでシリ
ィ醸造所の看板商品です。スコッチエールとは、
第一次世界大戦の際に、ベルギーに駐屯していた
スコットランド兵の要望で醸造されたタイプのビ
ールで、大戦後にスコットランド兵が持ってきた
英国原産のケントホップと、その際に作成された
レシピで現在も醸造されています。カラメルモル
トの甘味とメープルシロップの様な甘いアロマ、
そして微かなホップの苦味が特徴です。2018年
で100周年を迎えた傑作ビールは、時代の移ろい
を感じながらご賞味ください。

ストロングダークエール
24本入
オープン価格
330ml 8.5%

フルーツエール
330ml 8.0%

24本入
オープン価格

ストロングゴールデンエール 24本入
330ml 8.5%
オープン価格

ベルジャンウィートエール 24本入
オープン価格
250ml 5.0％

セゾン
330ml 5.0%

赤ワインの様な世界No.1フルーツビール

「夜」のデリリュウムトレメンス

アーヴェルボーデ瓶
Averbode

6

Brouwerij L Huyghe N.V.

フルーリー ストロベリー瓶
Früli Strawberry

7

アベイデビラー瓶
Villers Vieille

8

18

N.V. Brouwerij Roman

Brouwerij L Huyghe N.V.

Brouwerij L Huyghe N.V.

ローマン ブランシュ瓶
Roman Blanche

エナム パーテル瓶
Ename Pater

24本入
オープン価格
19

スコッチエール
330ml 8.0%

リベルセ ストロップ瓶

24本入
オープン価格
20

Rebelse Strop

N.V. Brouwerij Roman

N.V. Brouwerij Roman

ビールの専門家も絶賛

生のイチゴを使用したストロベリービール

ベルギー伝統の修道院ビールが復活

伝統ある完璧なバランスのホワイトビール

ベルギービールの伝統を軽やかに楽しもう

野生酵母をボトルコンディションで楽しもう

1134年創立のアーヴェルボーデ修道
院の伝統あるビールが、ヒューグ醸
造所の最高の技術によって復活しま
した。フローラルでグリーンアップ
ルの様なアロマ。そして、口いっぱ
いに広がる麦芽の甘みと厳選された
４種類のホップが織りなす心地よさ
が、爽やかさと刺激的な瞬間を提供
してくれるビールです。

生のイチゴを潰したストロベリージ
ュースと、ホワイトビールを合わせ
たプレミアムなストロベリービール
です。イチゴジュースの自然な甘味
と酸味が、ホワイトビールに絶妙に
マッチしており、ヨーグルトのスト
ロベリースムージーを連想させま
す。アルコール度数も、4.1％と低め
ですので、リフレッシュしたい時や
ベルギーチョコレート等のデザート
と共にお楽しみ頂けます。

ヴィレ修道院は、ベルギー最大級の修道院とし
て12世紀に建設され、フランス革命の際に壊さ
れてから、現在は遺跡という形で現存していま
す。アベイデビラーは、当時のレシピを参考にし
て、随一の技術力を誇るヒューグ醸造所が再現
した復刻ビールです。赤みを帯びた茶色をした
ボディに、クリーム色の泡。4種のモルトが奏でる
キャラメルを彷彿とさせるアロマと、独自の酵母
によるフルーティーさ、そしてホップの心地よい
苦味が、バランスよくまとまっています。

ローマン醸造所は、1545年創業のベルギー
で最も歴史ある家族経営の醸造所です。そん
な伝統ある醸造所で14代に渡り伝承された
醸造法で、ローマンブランシュは造られまし
た。厳選素材を用いて造られるホワイトビー
ルは、オレンジやシトラスの様なフルーティ
ーなアロマが芳しく、口に含むと小麦とモル
トによる甘みがクリーミーに広がり、乳酸菌
醗酵によるほのかな酸味が、フィニッシュを
爽やかにしてくれます。伝統ある完璧なバラ
ンスの味わいを是非ご賞味下さい。

1545年創業のベルギー最古の家族経営醸造所
である、ローマン醸造所が造る認定アビィビー
ル で す 。か つ て 存 在 し た エ ナ ム 修 道 院
(1063-1797)で、修道士たちが普段飲んでい
たビールをモデルに造られています。日常用の
ためアルコールは控えめですが、しっかりとベル
ギービールらしさを楽しめる非常に優秀なアビ
ィビールと言えます。伝統的な柑橘系のフルー
ティーな風味と軽やかな味わい、そしてフレッシ
ュな苦味を伴ったドライな後味をご賞味下さい。

ベルギーで最も歴史ある家族経営の醸造
所が、特殊な方法で醸造したビールです。
瓶内醗酵用の酵母として、ランビックでも
用いられる野生酵母(ブレタノマイセス)を
使用しています。熟成が若いうちはドライ
ホッピングによる苦味や、野生酵母特有の
酸味を楽しめますが、さらに瓶内熟成させ
る事により、角が取れて優しくまろやかな
味わいも見せてくれます。まさに、現在の
ビール業界のテーマとされる「伝統と革
新」の答えとなる１本です。

アビィ/ブロンドエール
24本入
オープン価格
330ml 7.5%

フルーツウィートエール
24本入
オープン価格
330ml 4.1%

アビィ/ダークエール
24本入
オープン価格
330ml 7.0%

ベルジャンウィートエール 24本入
オープン価格
250ml 5.0%

アビィ/ブロンドエール
24本入
オープン価格
330ml 5.5%

スペシャルブロンドエール
24本入
オープン価格
330ml 6.9%

モンゴゾ バナナ瓶

9

Mongozo Banana

Brouwerij L Huyghe N.V.

＊ フェアトレードバナナビール

アフリカで飲まれているバナナを使用して
造られるお酒を参考にし、モンゴゾバナナ
は開発されました。*Fair Tradeにより仕入
れられたガーナ産バナナ果汁と、小麦を主
原料にしたベルギー伝統のホワイトビール
をミックスして造られています。見た目は、
ビールらしいブロンド色をしていますが、そ
の見た目とは裏腹に香りと味わいは驚くほ
ど「バナナ」を感じさせてくれる
１本となっています。

フルーツウィートエール 24本入
オープン価格
330ml 3.6%

5

12

ピンクキラー瓶
Pink Killer

Brouwerij L Huyghe N.V.

Delirium Red

Brouwerij L Huyghe N.V.

2

Delirium Argentum

Brouwerij L Huyghe N.V.

Belgium

デリリュウム 25周年記念瓶

（Fair Trade）

モンゴゾ ココナッツ瓶

10

Mongozo Coconut

Brouwerij L Huyghe N.V.

＊ フェアトレードココナッツビール
大人気のモンゴゾシリーズのココナッツを使
用したフルーツビールです。ベースとなるホ
ワイトビールには小麦ではなく、フェアトレ
ードのそば粉を使用しています。そのホワイ
トビールをスリランカ産のフェアトレード・
ココナッツのジュースと混ぜて造られたビー
ルです。ココナッツの風味と甘味が、スパイ
シーな料理や、アジア系のエキゾチックな料
理と最高の相性を演出してくれます。
注 そば粉は、アレルギー疾患を起こす

要因となりますのでご注意下さい。

フルーツウィートエール 24本入
オープン価格
330ml 3.6%

モンゴゾ マンゴー瓶

11

Mongozo Mango

Brouwerij L Huyghe N.V.

パウエル クワック瓶
Pauwel Kwak

21

Brouwerij Bosteels N.V.

＊ フェアトレードマンゴービール

トリプル カルメリット瓶
Tripel Karmeliet

22

Brouwerij Bosteels N.V.

世界レベルの味わいと人気のグラス

世界を制したトリプルエールの傑作

「モンゴゾ」とは、アフリカの部族の言葉で
「乾杯」を意味します。*Fair Tradeにより仕
入れられたブラジル産マンゴーを使用した
マンゴージュースと、小麦を主原料にしたベ
ルギー伝統の「ホワイトビール」をミックスし
て造られています。マンゴー本来の、甘い味
わいや香りを、そのままにお楽しみ頂ける様
に造られており、アルコールも控えめになっ
ていますので、ビールが
苦手な方にもおすすめです。

世界最高峰と名高いワールドビアカップ
1996ベルジャンストロングエール部門で
金賞を受賞した、ベルギーが世界に誇る
アンバーエールです。非常に有名なフラ
スコ型の専用グラスは、醸造家兼宿屋の
主人が、宿に訪れる郵便馬車の御者の為
に、馬車の上でもこぼさずにビールを楽し
める様に発明されました。カラメルモルト
による甘味と、酵母によるバナナの様な風
味の後に、繊細な苦味を伴った温かみあ
るフィニッシュへと誘ってくれます。

世界中の名だたる品評会において金賞を総
なめにしたベルギーを代表する傑作ビール
です。もともと、カルメル会という宗派の修
道院で1600年代に造られていたレシピを
元にしており、大麦・小麦・オーツ麦の3種の
麦が使用されています。深い黄金色をした
ビールで、バニラや柑橘類、ハーブなどを連
想する複雑な風味が感じられます。スムース
な飲み口とキレのある後味、そして何より洗
練されたバランスの良さこそ、このビールが
世界中で愛される所以と言えます。

フルーツウィートエール 24本入
オープン価格
330ml 3.6%

ストロングアンバーエール 24本入
オープン価格
330ml 8.4%

アビィ/トリプルエール
24本入
オープン価格
330ml 8.4%

ラベル変更あり

印は弊社メーカー直輸入品です。 ★価格は全て内税（消費税込）です。
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